
60 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

◉20XX年3月11日、マグニチュード9.0の地震とそれによる津波によ

り、Y地域は大きな被害を受けました。Y地域は寒さの厳しい地域にあ

ります。都会から離れた田舎で、交通の便も悪く、人口の高齢化が進

んでいます。もともと医療機関が少なく、医療過疎地と呼ばれていま

した。

◉災害から5日目、Aさんは遠方地域から被害が大きかった被災地の避

難所（地元S中学校の体育館）に、所属病院からの医療派遣メンバーの

1人として、2週間の滞在予定で支援にやってきました。

◉体育館には約500名の被災者が避難しています。

◉避難所のトイレは、体育館入り口の扉から外に出て10メートル程度

歩いた場所にあります。男性用・女性用ともに屋外に和式便器が2つず

つ設置されていますが、いずれも汚れています。

このようなトイレの状況に、Aさんはどのように対応

していけばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 1
トイレの状況



61Case 1　トイレの状況
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62 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. �現状のトイレ環境を確認し、必要時はトイレの増設を依頼する
トイレは体育館の外の屋外に設置されています。そこまで1人で歩いて

行けそうもない人はいないか、確認しましょう。困難そうな人を見つけたら、
家族などの支援者がいるか確認し、いない場合は看護職などが支援しま
す。また足腰の弱っている人など、和式便器で用を足すことができない人
のために、早急に洋式便器の設置を行政職員に依頼することが必要です。

2. トイレ掃除をする
衣食住の生活の場である避難所ですから、避難所住民全員が同じトイレ

を使うことになります。限られた数のトイレが相当の回数使用されるた
め、トイレは避難所開設3日目ごろには大変汚れてきます。しかし、この
時期には、上下水道が使える状況にはなっていないことが多いと予測でき
ます。汚れたトイレを使用したくなくて、避難所住民はトイレに行く回数
を減らす──つまり水分を控えたり、便意を我慢したりします。その結果、
尿路感染症（膀胱炎など）、脱水症、静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症
候群）、廃用症候群（生活不活発病）などを誘発することになります。
このような事態になる前に、看護職は住民自らが掃除に取り組めるよう

働きかけましょう。しかし、被災したばかりの人にとっては、それは簡単
なことではないかもしれません。まずは、看護職自らが率先して掃除をし
て、その姿を住民に見せながら、協力者を募っていくとよいでしょう。
トイレだけでなく、避難所の掃き掃除、拭き掃除、布団干し、支援物資

のある領域の片付けなども、住民自らが行うように働きかけます。子ども
たちを誘って掃除するのもよいでしょう。子どもは役割を与えられると、
生き生きと仕事をこなしてくれたりもします。 （神崎 初美）

Case 1［解説］



63Case 2　避難所内での靴の扱い

◉避難所となっている体育館は入り口で靴を脱ぐ仕組みにはなってお

らず、避難してきた人は土足で避難所内を行き来しています。自分の

居住空間に毛布やダンボールを敷き、そこに上がるときに靴を脱ぐ、

という状況で生活しています。

◉就寝時には、床の毛布の上に布団を敷いて寝ています。

◉それぞれの住民が思い思いに床に自分のスペースを確保しているの

で、体育館全体に毛布が乱雑に敷かれている状態です。体育館内を移

動するときには毛布と毛布の隙間をぬって歩かなければならず、毛布

を靴で踏んでしまい、泥がついて汚れているところもあちこちに見られ

ます。

このような状況で、Aさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 2
避難所内での靴の扱い
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1. 住民が土足で過ごしている環境を改善させる
災害が生じると、被災者は着の身着のままで避難所にやってきます。靴

を脱いで入る決まりになっているはずの場所でも、混乱のなかで、多くの
人が土足のまま入っています。避難所では衣食住が同一の環境となるた
め、土足が続くと土ぼこりが舞い、手指も汚れ、様々な悪影響を引き起こ
します。気管支炎や喘息悪化の原因にもなります。一刻も早く、靴を脱い
で過ごす居住環境にすることが必要です。
避難所を運営管理している地元スタッフに、土足の弊害や靴を脱いだ生

活をすることの必要性を速やかに伝えます。このとき注意したいのは、外
部から支援に来た場合には、避難所での活動開始直後に話すのではなく、
ある程度地元スタッフと会話を交わし、コミュニケーションがとれてから
本題に入ることです。地元スタッフに「外部の人間がいきなり何を言い出
すんだ」という感情をもたれないよう、人間関係を構築してから進めてい
きましょう。
靴を脱いで生活する避難所にするためには、住民1人ひとりが靴を入れ

られるビニール袋を用意することが必要です。靴を出入り口に置いたまま
にしておくと、紛失したり盗難にあったりして、トラブルの原因になりま
す。ビニール袋がなければ、避難所にいる行政担当者に依頼しましょう。
入り口でビニール袋を配布して、そこで靴を脱いで袋に靴を入れ、自分の
居住空間にもって行くようにするとよいでしょう。ビニール袋に名前を書
いておくルールにすれば、靴の取り間違いが少なくて済みます。
可能であれば、入り口の外に靴箱を用意するとよいでしょう。この場合

は、靴の取り違いを防ぐため、靴箱に置いている間は、靴のなかに持ち主
の名前が書かれた札などを入れておくようにしましょう。 （神崎 初美）

Case 2［解説］



65Case 3　避難所の場所取り

◉S中学校の避難所に、次から次へと近隣住民が避難してきました。

◉若い人や元気な人ほど早く到着し、トイレ・窓の近くや角など避難

所内の居住条件のよい場所を確保しています。高齢者、病気や障害を

もつ人、小さな子どもがいる人など援助が必要な人ほど到着が遅れ、

結果的にスペースが残っていた入り口付近に集まってしまっています。

◉入り口付近は人の出入りが多いだけでなく、外気が入ってくるので

寒く、このままでは、要援護者に2次的合併症が起こりそうに思えます。

◉避難所内の居住のあり方については、看護職がコーディネーターと

なって調整していくべきだということを、Aさんは以前受講した災害看

護の研修で学んだので、何とか対策をとらなければならないと思って

います。

このような状況で、Aさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 3
避難所の場所取り



66 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. �災害時要援護者が居住条件のよい場所へ移動できるように
コーディネートする

避難所では、先に到着した人から条件のよい場所を広く確保していきま
す。しかし、逃げ遅れて後からやってくる人ほど、援護が必要な人が多い
のです。居住条件のよくない場所に、トイレへの歩行や日常動作に配慮や
支援が必要な要援護者がいた場合は、居住場所の移動を検討する必要があ
ります。コーディネーターの役割を担う看護職は、条件のよい場所にいる
健常な人に事情を説明し、場所を譲ってもらうなどの調整の役割を担います。
このとき、相手の方に十分説明し、快く受け入れていただけるようにす

ることが大切です。しかし、なかなか応じてもらえず、難しい交渉になり
そうな場合は、避難所にいる行政担当者、自治会長、避難所リーダーなど
に相談し、協働して進めるようにしましょう。 （神崎 初美）

Case 3［解説］

 プチ問題
「ほかの避難所にいる人が、こちらの避難所に移りたいと言ってい
るのですが……」という相談を受けました。どのように対応すれ
ばよいでしょうか？

避難所を管理しているのは誰かを把握しておくことがポイントです。学
校体育館は、主には校長や行政職が管理していますが、自治会も関与
していることがあります。コミュニティセンターは、自治会管理のこと
が多いようです。管理者と思われる人に相談し、指示を仰いでください。



67Case 4　食料がない

◉災害から6日が経過しましたが、支援物資の到着が遅れており、避難

所は相変わらず食料が少ない状況が続いています。

◉避難してきた子どもたちのなかには、「おなかがすいた」と泣き叫ん

でいる子もいます。

◉この先いつ、支援の食料が届くのかさえもわからない状況で、大人

にも不安な様子がうかがえます。

このような状況で、Aさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 4
食料がない
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1. 食料が備蓄されていそうな場所を探す
まず、食料が備蓄されていそうな近隣のスーパーマーケットやコンビニ

エンスストア、病院、会社などを、手分けして探してみましょう。
その際、自分たちだけで活動するのではなく、避難所住民にも働きか

け、いっしょに食料確保の努力をするようにするとよいでしょう。また、
車を所有している避難所住民に協力を依頼し、少し遠方にまで足を延ばし
て食料を探すことも必要です。

2. 炊き出しを行う
炊き出しを行うのもよいでしょう。そのために必要な食材や調理器具を

調達します。
避難所住民が各家庭から持参したお米を集めて、おにぎりをつくること

もできます。お米は、電気が復旧していれば炊飯器で、なければカセット
コンロと鍋で炊きます。
衛生面を考え、ご飯はラップフィルム（サランラップなど）の上から巻

くようにします。特に夏季は、おにぎりを握った手が汚染されていたため
食中毒が発生した、というケースもあるので、注意が必要です。
おにぎりに使う塩や海苔、梅干しは、被災者の自宅を訪問して探すこと

もできます。汗を多くかくような時期は塩分摂取が必要ですし、食中毒予
防のためにも梅干しは効果的です。しかし、避難所の食事がすでに塩分量
が多い状況の場合は、塩分の過剰摂取には注意が必要です。

Case 4［解説］



69Case 4　食料がない

3. 避難所を巡回し、避難所住民の健康状態を確認する
避難所住民の健康状態のチェックは、看護職の大切な役割です。飲水は

生命維持に必要であり、飲水量や食事量のチェックは欠かせません。
幼児は欲求が強く、自制が弱いということ、成長期の青年はエネルギー

必要量が大きいこと、反対に高齢者はあまり食べないこと、災害のショッ
クで食べることができない人もいることなどを考慮し、成長発達段階やエ
ネルギー必要量に応じたヘルスアセスメントを住民1人ひとりに行ってい
くことが必要です。

4. 物資の過不足を確認する
物資の不足を把握し、調達するのは行政職であり、物資管理は行政職の

仕事です。しかし、食料の配給は“被災者の健康を維持する”目的で行わ
れます。人々の健康維持のために必要な物資を把握できるのは看護職であ
るため、物資の管理には看護職もかかわるのが適しています。
物資が届いた際に、行政担当者に「○○については看護職が管理しま

す」とか、「水や食料が届いたら、看護職にも教えてください」というよ
うに提案するとよいでしょう。
過去の災害では、カップ麺やインスタントカレーの支援物資が来ていた

のに、「避難者全員に平等に行きわたらないから」という理由で、すぐに
配布されない問題が起こりました。「平等にしないと争いが起こるので、
配布しない」という考え方もわかりますが、被災者にとってはせっかく届
いた貴重な食料なのですから、平等を優先するばかりではなく、分け合う
とか、優先度を検討するなどして、ぜひ有効活用してほしいものです。

 （神崎 初美）
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 プチ問題
支援物資としてお菓子が届きました。避難所では炭水化物中心の
食事になっていて、健康への影響が心配されているのに、さらに
お菓子を配ってもよいのでしょうか？

災害から日数が経過すると、支援物資としてお菓子も届くようになりま
すが、健康への影響を考えながら配給することが大切です。しかし、お
菓子の配給が被災者の癒しとなることも多いので、状況を考え、健康
維持に配慮しながら配るようにするとよいでしょう。

災害派遣ナースとして避難所で活動し、明日帰る予定です。病院
に戻ってからの活動報告用に、避難所の写真を撮ってもよいで
しょうか？

被災地での自分の活動や被災地の状況を撮影することは、ためらわれる
ものです。ためらう感情がない人は、反対に無神経かもしれません。一
方で、活動の記録として現実を残すということも必要です。ですから、
時と場合と写真撮影の必要性をよく判断し、いま撮影してもよいかを考
えてください。
カメラを避難所や被災者に向けて、受け入れてもらえる状況かをまず判
断しましょう。自分で判断するのが難しければ、避難所で活動する別の
看護職か、相談できそうな人に聞いてみてください。そのとき、撮影の
目的と利用先をしっかり説明する必要があります。撮影する際は、人が
特定されないようにするか、許可が得られた人のみ撮影するようにしま
しょう。 （神崎 初美）



71Case 5　情報が届かない

◉災害から1週間が経ちましたが、S中学校の避難所の周辺地域は通信

手段が寸断されたままです。電気も復旧していないのでテレビも映ら

ず、外部からの情報はラジオを通してのみ入手できる状況です。

◉被害状況だけでなく、いつ支援物資が届くのか、風呂にはいつ入れ

るのか、医療班はやってくるのかなど、生活に直結する情報もほとん

ど住民には知らされておらず、住民の間では様々な憶測が飛びかって

います。「国はこの地域を見捨てた」などという無責任な噂にまどわさ

れて、パニック状態になっている人も出てきています。

このような状況で、Aさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 5
情報が届かない
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1. 避難所運営者と連携し、情報を避難所住民に適切に伝える
まず、避難所を運営している人たちと交流をもち、連携することを試み

てください。現在、被災者支援として行われていることについての情報を
得ることができたら、避難所住民に適切に伝える方法を検討します。
情報を提供する時期については、自分だけで判断せず、支援者（避難所

運営者）同士でよく話し合い、決めていきましょう。
避難所住民から聞かれたことでわからないことがあったら、「わかりま

せん」と正直に伝え、「調べる努力をしています」と伝えます。その場し
のぎの気休め発言はしてはいけません。

2. 情報が入ってこない状況ならば、直接取りに出向く
待っていても情報が入ってこない状況ならば、直接情報を取りに出向く

ことが必要となります。
役所など行政機関や病院、警察、近隣の避難所、ボランティアセンター

などに出向き、現時点で行われている被災者支援などの正確な情報を入手
するとともに、予定されている支援の内容等についても把握するようにし
ます。今後利用可能なサービスなどの有益な情報を入手したら、デマや風
評を予防し、情報を正確に拡げるため、できるだけ詳細かつ具体的に内容
を記述し、避難所住民に提示して伝えましょう。 （神崎 初美）

Case 5［解説］



73Case 6　薬の不足

◉S中学校の避難所に避難してきた近隣住民の多くは、着の身着のまま

逃げて来たため、薬を持参していない人が多くいます。

◉家が津波に襲われ、薬が流されてしまったという人も少なくありませ

ん。

◉避難所には、慢性疾患を抱えており、定期的な服薬が必要な高齢者

もいるようですが、手元に薬がなく、「薬がほしい！ 何とかして！」と

いう声があちこちから聞こえてきます。

◉しかし、医療班が何の薬を飲んでいたのかを尋ねると、薬の名前を

覚えていない人が多く、薬を特定することが困難なケースもしばしば

見られます。

このような状況で、Aさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 6
薬の不足
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1. 市内の薬局・薬店に協力を依頼し、市販薬を集める
まず、市内で災害被害を免れた薬局・薬店に協力を依頼し、市販薬を集

めましょう。このとき、避難所にいる行政担当者にも相談し、役所に戻っ
たら、薬が不足している現状を伝えてほしい、と依頼してください。

2. 医師に投薬処方箋の作成を依頼する
次に、病院や救護班などの医師や在宅診療医に、投薬処方箋の作成を依

頼します。
被災地の病院に早期に処方外来を開設できるように働きかけることも

必要です。このとき、薬剤師にも協力を得るようにしましょう。
薬がいつ到着するかわからないような災害急性期の場合は、なるべく多

くの被災者に薬を配給できるように、3日分程度の最小限の処方に留める
ようにします。

Case 6［解説］



75Case 6　薬の不足

血中濃度を維持できないと危険な薬＊1については、医師や薬剤師に相
談し、少量維持投与を検討する必要があります。

3. 何の薬を飲んでいたのか、推測する
「薬がない」と訴える人に、「何のお薬を飲まれていたのですか？」と尋
ねると、「名前はおぼえていない」と言われることがあるかもしれません。
特に高齢者は、長年服用している薬であっても、意外と名前を忘れている
ことはめずらしくありません。そのような場合は、どのような病気や症状
のために服薬しているのかや、服薬に際して食べてはいけないと言われて
いる食品や果物などがあるかを質問し、薬名を類推していきましょう。

 （神崎 初美）

＊1	血中濃度を維持できないと危険な薬：プレドニゾロン（副腎皮質ステロイド）、イン
スリン（糖尿病治療薬）、レボチロキシンナトリウム水和物（甲状腺ホルモン製剤）、
抗不整脈薬、抗凝固薬（ワルファリンカリウムなど）、フロセミド（降圧薬）など
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◉災害から1週間が経ち、S中学校の避難所にはようやく支援物資とし

て生活用品やマスクなどの衛生用品、医薬品などが届くようになりまし

た。

◉水道はまだ復旧していませんが、近くの池からポンプで居住空間に

なっている校舎や体育館に水（飲用には適さない）を引いてこれるよう

になりました。

◉災害があった日以降、気温が低く乾燥した冬晴れの日が続いており、

避難所には咳をしている人や発熱がある人が見られます。避難所内に

設置された診療室には多くの住民が詰め寄せ、ごった返しています。

◉天気予報では、翌日以降も乾燥した晴天が続き、寒さはいっそう厳

しくなるとのことです。

このような状況で、Aさんはかぜ、インフルエンザ対

策をどのようにしていけばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 7
かぜ、インフルエンザの流行
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かぜ、インフルエンザなどの感染症の流行を念頭におき、感染予防行動
と避難所住民への啓蒙活動を中心にした活動を開始しましょう。

1. 手洗い、消毒、感染予防行動の周知徹底
トイレや避難所出入り口など、避難所住民が高頻度に接触する場所は、

こまめに消毒を行うことが必要です。
消毒薬がすぐに手に入らない状況でも、学校や公共施設が避難所になっ

ている場合は、台所漂白剤や住居用洗浄剤などが常備されていることが多
いので、探してみましょう。これらは次亜塩素酸ナトリウム製剤ですので、
各種細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、真菌、ウイルスに効果があり、
感染症や食中毒予防に使用できます。
次亜塩素酸ナトリウム製剤を使用する場合は、有毒ガスが発生しないよ

う、濃度や量に気をつけてください。皮膚の消毒には絶対に使ってはいけ
ません。ボトルに使用方法が記載されているので、使用前に必ず読んで、
安全に使用することが大切です。

2. 住民への啓蒙活動
手洗いや消毒、感染予防行動については、その方法を詳細に示したポス

ターを作成して避難所内に掲示する（図2）とともに、避難所住民1人ひと
りに説明して回るようにすると効果的です。
ポスター作成の際は、文字ばかりにすると子どもや高齢者は理解しにく

いため、イラストや図入りにして作成するとよいでしょう。 （神崎 初美）

Case 7［解説］
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［図2］感染予防行動の啓発ポスターの例
（左：厚生労働省ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku- 

kansenshou01/dl/poster22.pdf
 右上：ヒビスクラブ：http://hica.jp/forum/handwash/Hibscrub.jpg
 右下：兵庫県立大学看護学部学生が作成したポスター）
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◉災害から2週間後、Aさんと同じ病院から、Aさんの後任としてBさ

んがS中学校の避難所に看護支援にやってきました。

◉夕食から1時間くらい経った午後7時ごろのことです。避難所内に、

嘔吐したり下痢症状を訴える人が数名出てきました。

◉話をよく聞いてみると、どうやらその人たちは全員、夕食にお昼の炊

き出し時に残ったご飯でつくったおにぎりを食べたようです。

このような状況で、Bさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 8
食中毒が発生した
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1. すぐに医療班や災害対策本部へ報告する
すでに午後7時をまわっているようですが、これ以上夜間になると、行

動すること自体が難しくなります。すぐに医療班や災害対策本部へ連絡
し、状況を説明して、対応を検討する必要があります。

2. 感染の蔓延を防ぐ予防行動をとる
避難所に駐在している行政担当者や避難所リーダーと協力しあい、昼食

の残りご飯でつくったおにぎりを食べた人がほかにもいないか確認し、い
るようであれば、その人にどこか調子が悪いところはないか、尋ねます。
調子が悪くなる人がその後も出てくる可能性があるため、感染防止の観

点から、以下の対処方法を速やかにとることが重要です。
・避難所住民全員の手指衛生の徹底：症状がない人も含めて避難所住民全
員に、手洗い行動をとるように伝えます。メガホンや拡声器、放送設備
があれば使い、確実に全員に伝わるようにします。

・トイレの消毒（p.77参照）、消毒薬の設置
・感染者の隔離：周囲の人には、「○○さんは念のためほかの方とは離れ
た場所（もしくは別室）に行っていただきますが、差別しないようにし
てください」と説明し、避難所住民が必要以上に不安になることがない
ように配慮することが大切です。

3. 嘔吐物の処理
2次感染を防ぐため、吐物は以下のように処理します 1）（図3）。

①着ているものの袖をまくり、時計をはずす。
②使い捨て手袋・マスクを着用する。

Case 8［解説］
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③使い捨てコップに台所用塩素系漂白剤の約50倍の希釈液をつくる。
④希釈液に浸したペーパータオルやぼろ布などで吐物を拭く。周辺から中
心へ向かって一方向に拭いていく。

⑤拭いたペーパータオルや布は、ビニール袋（内袋）に入れる。
⑥内袋の外側はウイルスだらけなので、素手で触らない。内袋をさらに大
きなビニールの外袋で包み、燃えるゴミ用のゴミ箱に捨てる。

⑦処理後は、石鹸と流水で手洗いする。水や石鹸がない場合はミネラル
ウォーターで手を洗うなど、その状況での最善を尽くす。 （神崎 初美）

引用文献

1） 勤医協中央病院医療安全室：家庭版　正しい嘔吐物処理方法，2007.9 
http://www.geocities.jp/kin_ikyo_chuo/ictinfo/room2/index.html

［図3］嘔吐物の処理方法

①吐物を新聞紙や捨ててもよい布などでできる限り拭き取る。②約50倍に希釈した塩
素系漂白剤に浸したペーパータオルで、吐物の周辺から中心へ向かって一方向に拭いて
いく。③吐物や拭いたペーパータオル、布はビニール袋（内袋）に入れる。④袋の口を
しっかりと縛る。⑤内袋をさらに大きなビニール袋（外袋）に入れる。⑥内側を触らな
いようにして口を縛り、捨てる。

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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◉避難所住民のなかには、子どもも大勢います。

◉避難所内を走り回り、大声を出して騒いでいる子、自分よりも小さい

子をいじめている子、元気がなく、お母さんのそばから一時も離れよう

としない子、夜になると決まって泣き出す子もいるようです。

◉避難所生活も2週間を越え、住民にも疲労が見えており、子どもが

騒ぐ様子にいらいらしている人も多く、「何とかしてほしい」という苦

情も出てきています。

◉一方、子どもも大人から「うるさい」「やめなさい」「じっとしていな

さい」などと注意され続けることで、口には出さないものの、ストレス

を感じているようです。

このような状況で、Bさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 9
子どもへの対応
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1. 気になる様子の子どもの把握と、親への確認
避難所を見渡し、気になる様子の子どもがいないか確認しましょう。ま

た、避難所の子ども1人ひとりのところへ行って、親に子どもの様子を聞
いたり、見守りをしたりします。災害時によく見られる子どもの変化（表

1）や子どもへの接し方（表2）について、親へ説明し、気になる行動がな
いかどうか尋ねるようにしてください。図4に示した項目に当てはまるよ
うな子どもを見つけたら、心の状態をうまく表現できない子どもが出して
いる何らかのSOSのサインなので、温かく見守るとともに、支援の手を
さしのべましょう。

2. 避難所内に子どもの遊べる場をつくる
行政担当者や避難所リーダーに相談し、避難所内に子どもの遊び場ス

ペースを設置するとよいでしょう。
看護職は、子どもたちの遊び相手を探したり、ときには自ら遊び相手に

なることも必要です。また、周囲の人に呼びかけて、子どものおもちゃを
もち寄ってもらったり、避難所内でものづくりや工作、お絵かき、ゲーム
などのイベントを企画するのもよいかもしれません。

3. 子ども会議を開き、気持ちを表出する場にする
狭い避難所生活のなかで、「うるさくしてはいけない」「走り回ってはい

けない」など大人から始終注意されることで、子どもは「大人から抑えつ
けられている」と感じ、ストレスとなっていることがあります。
このようなときは、子どもたちだけの子ども会議を開いて、子どもが自

分の気持ちを遠慮なく話せるようにすることが効果的です。子どもでも

Case 9［解説］
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［表1］災害時によく見られる子どもの変化

◦情緒が不安定になる、怒りっぽくなる
◦集中力がなくなった
◦自分の物への執着が強くなる（例：おもちゃをほかの子どもに触られると怒
り出す）
◦被災した自宅に行こうとすると泣く
◦自分の髪や眉毛などを抜いてしまう

［表2］災害時の子どもへの接し方

◦「いつでもここにいるよ」「いつも気にしているよ」という態度で見守る
◦子どもから話しかけられたら、忙しくても作業を中断し、なるべく話を親
身に聴くようにする
◦子どもが安心できるように、何度もぎゅっと抱きしめる
◦髪や眉毛を抜く自傷行為はストレス反応なので、驚かずに改善を待つ。念
のため、こころのケアチームに相談するとよい
◦子どもとなるべくいっしょに遊ぶ機会を設ける
◦ほかの子どもとうまく遊べないときでも、「大変だったね。怖かったね。大
丈夫だよ」と穏やかな声でメッセージを伝える。ただし、誰かをぶつよう
な行為があったら、「いけませんよ」と注意するのを忘れてはいけない
◦避難所でも、少しでもいままでどおりの生活を再現できるように心がける
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 1 心配でおちつかない	　	 　は
ひじょうに
い・は

かなり
い・は

すこし
い・いいえ

 2 むしゃくしゃしたり、いらいらしたりかっとしたりするようになった				はい・はい・はい・いいえ
 3 眠れなかったり、とちゅうで、目がさめたりする	　	 　はい・はい・はい・いいえ
 4 ちょっとした音にもびくっとする	　	 　はい・はい・はい・いいえ
 5 なにかしようとしても　集中できない	　	 　はい・はい・はい・いいえ
 6 気もちが、たかぶったり、はしゃいだりしている	　	 　はい・はい・はい・いいえ
 7 そのことの夢や　こわい夢をみる	　	 　はい・はい・はい・いいえ
 8 ふいにその時のことを思い出す	　	 　はい・はい・はい・いいえ
 9 またあんなことがおこりそうで心配だ	　	 　はい・はい・はい・いいえ
10 その時のことが頭からはなれない	　	 　はい・はい・はい・いいえ
11 考えるつもりはないのに、その時のことを考えてしまう	　	 　はい・はい・はい・いいえ
12 その時のことを思い出すと、どきどきしたり、苦しくなったりする			 	はい・はい・はい・いいえ
13 ときどきぼーっとしてしまう（なにも感じられなくなる）	　	 　はい・はい・はい・いいえ
14 その時のことについて、よく思い出せない	　	 　はい・はい・はい・いいえ
15 そのことについては、話さないようにしている	　	 　はい・はい・はい・いいえ
16 そのことを思い出させるものや人、場所をさける	　	 　はい・はい・はい・いいえ
17 楽しいことが楽しいと思えなくなった	　	 　はい・はい・はい・いいえ
18 だれとも話したくない	　	 　はい・はい・はい・いいえ
19 どんなにがんばっても意味がないと思う	　	 　はい・はい・はい・いいえ
20 ひとりぼっちになったと思う	　	 　はい・はい・はい・いいえ
21 自分のせいで悪いことがおこったと思う	　	 　はい・はい・はい・いいえ
22 だれも人は信用できないと思う	　	 　はい・はい・はい・いいえ
23 自分の気持ちを話せる人がいない	　	 　はい・はい・はい・いいえ
24 こわくて、ひとりでいられない	　	 　はい・はい・はい・いいえ
25 頭やおなかなどが痛かったり、からだのぐあいが悪い	　	 　はい・はい・はい・いいえ
26 学校に来るのがきつい（学校がたのしくない）	　	 　はい・はい・はい・いいえ
27 ひととのつながりが大切だと思う	　	 　はい・はい・はい・いいえ
28 たいへんなこと、つらいことがあってものりこえられると思う	　	　はい・はい・はい・いいえ

こころとからだのアンケート（児童生徒用）

年　　　　月　　　　日　
なまえ	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　・　女
　これから質問することは、大きなストレスを経験したあとで、だれにでもおこるこころや
からだのことです。このアンケートは、スクールカウンセラーや保健室の先生、担任の先生
などがみて、あなたのこころとからだの健康のために使います。あてはまるところに○をし
てください。
Ⅰ		（　　　）の被害は、　1	なかった　2	少しあった　3	かなりあった　4	非常にあった
Ⅱ		被害にあったとき、　1	こわくなかった　2	少しこわかった　3	かなりこわかった　	
4	非常にこわかった

Ⅲ		（　　　）の被害で、この1	週間のあいだに、どれくらいこころとからだに変わったこと
がありましたか？　あてはまるところに○をしてください。

今のきもちを書いてください。絵でもいいですよ。

［図4］こころとからだのアンケート（児童生徒用）
（冨永良喜ほか：災害・事件後の心のケアのあり方，兵庫教育大学学長裁量経費報告書，2004）
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しっかりとした自分の意見をもっていることを忘れてはいけません。
そして、子どもの気持ちを昼間避難所にいる大人に伝え、両者でどうす

れば快適に避難所生活をおくれるか話し合う場を設けます。大人も子ども
もお互いの言い分に納得し、気持ちを分かち合うことができるように、看
護職がコーディネーターとなっていきましょう。

4. �子どもに自分の責任でやり遂げることができるような役割を
与える

子どもたちが、自分の責任でやり遂げる仕事（例：朝夕のラジオ体操の
運営係、配膳係、掃除係、布団干し係、あいさつの奨励係など）をつくる
ことはとても効果的です。子どもが無事に役割を果たすことができたとき
には、「お疲れさま。お陰でとても助かったわ」と伝え、ほめてあげましょ
う。ほめられてうれしいという気持ち、自分は人の役に立っているという
気持ち、自分への自信をもてるという気持ちは、心の安定にもとても重要
です。 （神崎 初美、黒田 裕子）

 プチ問題
避難所のなかで子どもたちが地震ごっこや津波ごっこをして遊ん
でいます。「早く逃げないと流されるぞ」などと無邪気に言って走
り回っていますが、どう対応すればよいでしょうか？

制止せずに見守るようにしてあげてください。子どもたちは恐ろしい体
験を遊びの形で表出し、再現することで、自分の体験を消化しようとし
ているのです。「怖かったね。逃げてきたからもう大丈夫だよ」とやさ
しく話しかけてあげるとよいと思います。 （神崎 初美）
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◉避難所には、身内や親しい人を亡くしたり、家を失くしたりして、い

まだ大きな悲しみを抱えている人が多くいます。

◉しかし、避難所という集団生活のなかで、他人の目を気にして、思

いきり悲しんだり泣いたりすることができずに我慢している人も多いよ

うに見受けられます。心に悲しみを抱いたまま発散できないことが、さ

らにストレスとなってしまわないか、Bさんは心配しています。

このような状況で、Bさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 10
泣くことができる場所がない
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1. 1人で思い切り泣くことができる場所をつくる
感情を内に抱え込み発散できないことは、心の健康によいことではあり

ません。誰にも邪魔されずに思い切り泣くことができる場所をつくること
が必要です。避難所開設から間もない時期は、空いている部屋が見つから
ないかもしれませんが、部屋が兼用でも、小さくても構わないので、泣く
ための部屋を確保してください。部屋を使用するときは、「ただいま使用
中です。出入りをご遠慮願います」と書いた札を掲示するなどして、しば
らくの間1人になることができるようにすることが大切です。
筆者の場合は、泣くための部屋を単独で確保することが難しかったの

で、着替えをする部屋と泣くための部屋を兼用にしました。悲しいときに
他人の目を気にせずに泣けることで、これまでよりも避難所生活が苦痛で
なくなった、と話す人もいました。看護職は、避難所のなかの全体から個
を見ていくことを忘れないようにしたいものです。 （黒田 裕子）

Case 10［解説］



89Case 11　杖がないため歩行が困難な人

◉右頸部骨折後、歩行困難となり、杖歩行で生活していた70歳の女性、

Nさん。地震後に起こった津波で自宅が流され、S中学校の避難所に

やってきました。

◉津波で杖を失ってしまったとのことで、避難所内を歩くのも困難な様

子です。「周囲の人に迷惑をかけるから……」とあまり動きたがらず、1日

中誰とも話をせずにじっと座ったままの状態です。

◉Bさんが「少しお散歩してみませんか」と話しかけても乗り気でなく、

「杖があればどんなにか楽なのに……」と言っています。このままでは

運動不足による生活不活発病などの弊害が起こらないか心配です。

Nさんに廃用症候群（生活不活発病）などの2次的合

併症を起こさせないために、Bさんはどのように支援

していけばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 11
杖がないため歩行が困難な人



90 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. �保健師や避難所を巡回している理学療法士に、杖の入手に�
ついて相談する

避難所住民のなかで、歩行困難のため生活に支障をきたしている人を見
つけたら、避難所に駐在している地元保健師や、避難所を巡回している理
学療法士に、杖の入手について相談してください。保健師や理学療法士と
連携することで、杖の確保ができるかもしれません。

2. 避難所内での居住場所の移動
Nさんのように歩行が困難な人には、避難所内でなるべく狭いところを

歩かなくてもよいようなスペースに居住場所を移動できるように調整する
とよいでしょう（なるべくトイレの近くにすることが望ましいですが、ト
イレが屋外に設置されている場合は、入り口付近にすると寒いため、考慮
が必要です）。
ただしこのような場合、避難所で活動している支援者全員で話し合い、

場所の変更を決めるようにします。また、場所を移動していただく方には、
気持ちよく譲っていただけるように、配慮を忘れないでください。（→ p.65 

Case 3参照）

Nさんのケースでは、理学療法士が杖を手配し、杖が使えるようになっ
たことで、Nさんは安全に歩行ができるようになりました。行動範囲が拡
大することで心に豊かさが出てきて、他者との会話も多くなり、少しずつ
笑顔も見られるようになりました。 （黒田 裕子）

Case 11［解説］



91Case 12　一般避難所で生活している災害時要援護者

◉S中学校の避難所には、自立した生活が難しい高齢者、障がい者（視

聴覚などに障害がある人。内部障がい者も含む）、乳児、妊婦などの災

害時要援護者も生活しています。なかには、大勢の人がいっしょに暮

らす一般避難所（第1次的避難所）で生活することに困難をきたしてい

る人もいるようです。

このような状態で、Bさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 12
一般避難所で生活している災害時要援護者



92 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. 避難所内での居住場所の移動
視聴覚に障害がある人や高齢者、乳児、妊婦などの災害時要援護者は、

一般避難所（第1次的避難所）で生活するにあたっては安全を確保しづら
いことが多くなります。なるべく危険が少ない場所、例えば避難所の入り
口付近に居住場所を移動してもらい、2次災害を予防することが必要です。
一般避難所においては、開設後3日が経てば避難所全体が落ち着いてく

るので、住民の居住場所の移動が可能になります。このとき、避難所で活
動している支援者全員で話し合い、場所の変更を決めるようにします。
また、場所を移動していただく人には、気持ちよく譲っていただけるよ

うに配慮を忘れないでください（→ p.65 Case 3参照）。こうすることで、要
援護者は周囲の人との関係性を損ねることなく安心して日々の生活がおく
れるようになり、周囲の人も自然と協力するような良好な関係ができると
思います。

2. 福祉避難所（第2次的避難所）への移動
一般避難所では生活が困難な要援護者には、自身が安心して生活をおく

るために、また周囲の人の身体的・精神的負担にならないように、福祉避
難所（第2次的避難所）に移動してもらうこともできます。福祉避難所に
移動させるかどうかの判断は、避難所全体が落ち着いてくる開設後3日目
以降に行います（p.15参照）。 （黒田 裕子）

Case 12［解説］



93Case 13　洗濯がしたい

◉Bさんが避難所内を巡回していたところ、住民から「洗濯がしたい」

「服を手洗いしたいが、どこに干したらいいのか」と尋ねられました。

◉避難所内を見渡したところ、洗濯物を干せそうな場所は見当たりま

せんでした。

このような状態で、Bさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 13
洗濯がしたい



94 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. 行政スタッフに洗濯機の設置を依頼する
避難所に洗濯機を設置してもらえないか、行政スタッフに依頼してみま

す。ただし、依頼しても、状況によっては設置できない場合があるので、
そのことを住民に事前に話しておくことも大切です。
一方、避難所に洗濯機が入ることにより、住民間に洗濯の順番をめぐる

トラブルが起こることが考えられます。この場合は、住民代表による話し
合いの場をもち、使用のルールを決めてもらいます。住民同士が納得した
うえで、自主的にルールを決めることが大切です。
筆者の経験では、使用者の順番を記した札をつくって洗濯機に吊り下げ

ておき、使い終わった人からチェックを入れていくことで、スムーズに使
用できるようになりました。

2. �住民の代表で話し合い、洗濯物を干す場所を決めるよう�
支援する

洗濯物を干す場所については、住民代表で話し合って決定することが望
ましいため、支援者は話し合いの場をもてるように調整します。

 （黒田 裕子）

Case 13［解説］



95Case 14　入浴の優先順位

◉ようやくS中学校の避難所でも、自衛隊による巡回入浴サービスが

受けられることになり、住民はとても喜んでいます。

◉自衛隊が校庭に大きな風呂を設置し、地元住民が入浴できるシステ

ムのようです。自衛隊の入浴サービスは近隣の避難所を巡回している

ため、S中学校の避難所で入浴できるのは3時間という制限があります。

◉Bさんが避難所住民に入浴サービス利用の希望を聞いたところ、成人

200名、高齢者50名、子ども40名から希望がありました。

◉また避難所住民だけでなく、このサービスの開始を聞いた近隣住民

も、入浴を希望して校庭に押し寄せてきています。

このような状況で、Bさんは入浴者の優先順位をどの

ように決めていけばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 14
入浴の優先順位



96 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. 入浴優先度の高い人を選ぶアセスメントを行う
入浴は3時間のみという制限があるなかでは、入浴できる人の数に限り

があるため、避難所に駐在する看護職として、入浴優先度の高い人を選ぶ
アセスメントを行う必要があります。
優先順位が高いのは、以下のような人です。

・入浴していないことにより、皮膚にかぶれや湿疹などの感染症状が現れ
ている人――ただし、皮膚に傷があり、バイ菌が侵入する可能性がある
ような場合は、入浴しないほうがよいこともあります。

・子ども――子どもは汗をかきやすく、皮膚病を起こしやすいため、優先
的に入浴させたほうがよいでしょう。

・車を所持しておらず、遠方に行くのが難しい人――車を所有している人
は遠方の銭湯に行ける可能性があります。車を所有しておらず、遠方に
行けない人を優先させるという方法もあります。
要援護者の入浴の際には、風呂までの移動や洗う動作がうまく行えなかっ

たり、転倒する危険性があるため、付き添いの人をつけるようにします。
また当然のことですが、男女別に入浴時間を分け、時間帯にも配慮する

ことが必要です。

2. 入浴できない人への対応
入浴希望者が多く、入浴時間が3時間と限られている状況では、全員が

入れないことが予測されます。入浴できない人には、カセットコンロで沸
かしたお湯にタオルを浸して、清拭する方法もあります。
また、小さい子どもは、たらいを用意してお湯を入れ、そこで入浴させ

るのもよいでしょう。 （神崎 初美）

Case 14［解説］



97Case 15　避難所住民に取材したがるマスコミ

◉S中学校の避難所に、マスコミ各社が取材にやってきました。勝手に

居住空間に入ってきて、半ば強引に住民に取材をしている姿も見られ

ます。

◉マスコミの人がやってくるのは昼間のことが多いのですが、昼間は

若い人は仕事や家の片付けなどに出かけており、避難所に残っている

のはほとんどが高齢者という状況です。

◉異なる会社のマスコミの人から何度も同じことを聞かれ、うんざりし

ているような住民もいますが、取材依頼を断りづらいようで、仕方なく

応じているようにも見えます。

◉一方、マスコミで報道されたことで支援物資が増え、助かっている

避難所もあると聞いており、取材をシャットアウトするのもどうかと思

われ、どうしたものかと迷っています。

このような状況で、Bさんはどのように対応していけ

ばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 15
避難所住民に取材したがる 

マスコミ



98 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. �取材目的を確認するとともに、住民の体調や状況に配慮したうえ
で取材を受ける人を選んでもらう

まず、マスコミの人たちは、この避難所に何の目的で取材に来たのかを
確認しましょう。また、避難所で暮らしている高齢者の反応や健康状態を
把握し、取材を受けることができる状況にあるかどうかをアセスメントす
ることも必要でしょう。

2. マスコミ取材の上手な対応方法
マスコミが取材に入った場合に、取材可否の判断について対応する人を

決めておきます。その役割は、主に避難所管理の責任者である行政担当者
が担うことになります。看護職は、住民に取材をしようとしているマスコ
ミの人を見つけたら、行政担当者に相談し、いっしょに対応するようにす
るとよいでしょう。
マスコミ取材は、欠点ばかりではありません。自分がいる避難所の状況

が被災地外に報道されることで注目が集まり、支援が増える可能性もあり
ます。避難所住民には、無理のない範囲で協力していただくようにできた
らよいと思います。 （神崎 初美）

Case 15［解説］



99Case 16　野菜摂取不足によるビタミンの欠乏

◉災害から2週間が過ぎましたが、S中学校の避難所の食料事情はあま

り改善されていません。被災地へ向かう道路の復旧が遅れていること

もあり、食料の運搬は困難なままで、支援物資の食料はどうしても長

期保存が可能なものばかりになっています。野菜や果物の配給は皆無

に等しく、このままでは避難所住民がビタミン不足になることは避けら

れないと思われます。

このような状況で、Bさんは住民のビタミン不足に対

してどのように対応していけばよいでしょうか？

具体的な方法をあげてください。

Case 16
野菜摂取不足によるビタミンの欠乏



100 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

1. ビタミンの特徴
ビタミンには、以下のような特徴があります。

・身体の機能を維持する微量栄養素である。
・三大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質が体内でエネルギーに変
わるときや、筋肉や皮膚など身体の構成成分に変わるときに、転換の手
助けをする。

・基本的に、体内で生合成できない。
・水溶性ビタミン＊1は主に酵素反応の補酵素として働く。過剰になると容
易に尿中に排泄されるため、一般的に生体貯蔵量が少なく、原則、毎日
摂取する必要がある。水洗いや加熱調理による損失が大きく、調理法は
「茹でる」「煮る」よりも、「蒸す」「炒める」などが適している。
・脂溶性ビタミン＊2は脂肪と共に小腸内に吸収され、リンパ球を経て血液
に入り、リポ蛋白の一部として肝臓に運ばれ、貯蔵される。加熱による
損失は水溶性ビタミンに比べて少なく、油といっしょに調理することで
吸収率が高まる。過剰摂取によっても尿中には排出されないが、過剰摂
取すると健康を害する恐れがある。

2. ビタミン不足の原因
ビタミン不足となる原因には、摂取不足、吸収障害、必要量の増加があ

りますが、災害時に起こる原因は食料からの摂取不足です。

Case 16［解説］

＊1	水溶性ビタミン：ビタミンB1（チアミン）、B2（リボフラビン）、B3（ナイアシン）、
B5（パントテン酸）、B6、B7（ビオチン）、B9（葉酸）、B12（シアノコバラミン）、
C（アスコルビン酸、デヒドロアスコルビン酸）など。

＊2	脂溶性ビタミン：ビタミンA、D、E、K。



101Case 16　野菜摂取不足によるビタミンの欠乏

災害後、生きる望みをなくし、飲酒量が増え、アルコール依存症になる
と、低栄養からビタミンB1（チアミン）欠乏が生じ、ウェルニッケ脳症（眼
球麻痺、歩行運動失調、意識障害）を発症し、慢性化すると精神科疾患に
なりやすくなります。アルコールによる小腸粘膜からのビタミン吸収障害
が起こる可能性もあります。被災者の飲酒量が増加していないか、十分な
栄養素を摂取しているかについても、気にかけておくようにしましょう。
ビタミンCが不足すると、コラーゲンの構造が弱くなるため、毛細血管

から出血し、歯肉炎（壊血病の初期症状）や貧血、全身倦怠感、脱力、食
欲不振の症状が出てきたり、シミやしわが増えたりします。これらの症状
の発現には、ビタミンB1不足で18日、ビタミンC不足で3週間、ビタミン
B2不足で4週間後というデータがありますので、参考にしてください 1）。

3. サプリメントの利用
ビタミン不足を補うためのサプリメント摂取の有効性については、科学

的なエビデンスはない 2）とされており、特にビタミンとその他の食品成分
の配合品については、有効性のエビデンスが不十分なものが多いようです。
しかしビタミンのみが配合されているサプリメントに関しては、医薬品

のビタミン剤と同程度の生理作用は期待できるとする意見 3）もあり、災害
時の食料不足によるビタミン欠乏時など、利用する理由や摂取によるメ
リットが考えられる場合は、サプリメントの摂取を考慮してもよいのではな
いかと末木は述べています 3）。よって災害時には、野菜や果物が当分手に
入らない場合に限り、サプリメントの適応があると考えます。 （神崎 初美）
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102 第2章 事例から学ぶ 避難所・仮設住宅の看護ケア

 プチ問題
救護センターが設置されていない避難所に、災害派遣ナースとし
て配属されました。この避難所には高齢者が多く、毎日体調面で
何らかの訴えがあります。医師が不在のため、住民は「何かあっ
たら、どうすればいいのか……」と不安な様子です。住民が安心
して日々の生活ができるように、どのように対応していけばよい
でしょうか？

医師が常駐しておらず住民が不安を抱いている場合は、行政スタッフや
地元保健師と連携をとり、病気になったり具合が悪くなったりしたとき
には、いつでも医師が避難所往診したり、近くの救護センターで受け入
れてもらえるようなシステムにしておきます。このことを避難所住民に
知らせることで、住民は安心感がもて、快適な生活がおくれるようにな
ります。 （黒田 裕子）




